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１．真実かどうか

２．みんなに公平か

３．好意と友情を深めるか

４．みんなのためになるか

どうか

土 井 通 誉

松 尾 幸 靜

河 内 美 香

2022～2023年度国際ロータリーのテーマ

令和４年１２月９日（№２3） No．2378

■本日の例会プログラム

「忘年家族懇親会」

１８時：グランドハイアット福岡

3階 グランドボール・ルーム

■次回卓話（１２月１６日）予定

■前回例会の記録（１２月２日）
（１２月８日現在）マイロータリー登録率 72.37%

◇出席報告 出席委員長

当 日 １２月２日 前々回 １１月４日

会員総数（女性会員9名） ７６名

免除会員数（９名中） ４名

出席会員数 ４３名

ゲ ス ト ２名

ビ ジ タ ー １名

合 計 ５０名

出 席 率 ６６．２０％

会員総数（女性会員9名）７６名

免除会員数(９名中） ４名

出席会員数 ４０名

メークアップ １１名

欠席会員数 １６名

合 計 ７１名

修正出席率 ７７．４６％

「疾病予防と治療月間」

２日（金）定例理事会：例会終了後
９日（金）「忘年家族懇親会」18時グランドハイアット福岡
１３日（火）台北中央ロータリークラブ創立37周年授賞式
１６日（金）「年次総会」 誕生祝 次期理事会（例会終了後）
１７日（土）RI第2700地区地区ローターアクト

「第2グループインターシティ・ミーテイング」
第一部 開会式他14時～17時（西日本鉄道本社5階）
第二日 懇親会（中止になりました）
３０日（金）「休会」定款第7条第１節ｄにより

会長報告

※ロータリー文庫
ユーザー名 rotary-bunko

パスワード：sugahara@2022

●ピアノ演奏曲はありません

●本日のゲストをご紹介します。

・津上直前会長のご紹介でハワイ・マウイ島からご夫婦でいら

っしゃいました。ラビ・ブッガ様とヒガシマリコ様です。

後程、津上直前会長から詳しいご紹介をお願いします。

尚、ヒガシマリコ様 には、本日の卓話をお願いしております。

・長会員のご紹介でアメリカンエキスプレスインターナショナル

インコーポレイテッドの岡崎翔平様です。

・清原会員のご紹介で株式会社サンエーフーズ代表取締役

山口武啓（たけのり）様です。

・末秋会員のご紹介で浦本佑衣様です。

ゲストの皆様、ようこそ福岡東南ロータリ－クラブの例会にお

越し下さいました。ありがとうございます。先月と今月は、オー

プンロータリー月間ですので、冒頭にロータリーの紹介ビデオ

を見て頂きました。オープンロータリーとは、会員の皆さんがこ

れぞと思う特別なゲストを例会にご招待してロータリークラブが

取り組んでいる様々な活動を知って頂くことを目的としています

。最後までどうぞリラックスしてお付き合いください。

●本日配布の「友」の7ページ一番下の段に大牟田北クラブの

横倉先生が免疫力を高めるポイントをお話しされています。

9ページには、弁護士で尾崎豊のお兄様が、弟さんとの思い出

を語っておられますので、お読みください。

「年次総会」

幹事報告

・本日、例会終了後、定例理事会を卯月にて開催致します。

・12月9日（金）の例会は18時に変更して忘年家族懇親会を開催

いたしますので、お昼の例会はありません。お間違いのない

ように出席下さい。

・12月16日（金）の例会は年次総会になっております。会員の皆

様出席お願い致します。

mailto:ftonanrc@fukuoka-serc.org


『合言葉：ＷＡＴＣＨ ＷＯＲＤ』 “ずっと先まで、お役に立ちたい！”

『目標：ＴＡＲGET』 “奉仕活動のトップランナーになります！”

ＩＴ・ 会報・広報委員会 委員長 小林 宰 ： 副委員長門岡慎治： 委員 ：柴田典昭 ・坪川慎二・川崎勝彦・為永和博

ハワイからのゲスト

卓 話

※卓話は福岡東南RCのHPで確認できます。
http://fukuoka-serc.org「オンライン例会」をクリックしパス
ワード（10nan-6trc）をご入力下さい。

各委員会報告

【親睦委員会 /秋庭委員】

【姉妹クラブ委員会 / ニック・サーズ委員長】

津上直前会長

ハワイのマウイ島から遠路はるばる福岡まで来られ

たゲストお二人をご紹介します。

Ravi Bugga （ラビ ブッガ）さんと、奥様のHigashi

Marikoさんです。Raviさんは、インドご出身で、インド

で大学まで出られて、1975年から77年まで米国スタン

フォード大学の経営大学院（ビジネススクール）に留

学され、そこで私と同級生でした。

卒業後カミンスエンジンという会社を経て、1989年に

ワシントンの世界銀行（IFC）に移り、25年間勤務され

た後、2014年に退職されました。そして奥様のMariko

さんと共に、ハワイのマウイ島に居を移され、現在、

マウイ島での生活を満喫されると共に、地元でボラン

ティア活動などをされています。本年2月からMarikoさ

んが以前から所属しているRC of Lahaina Sunsetの

会員になられました。私の大の親友です。奥様の

Marikoさんは、Raviさんと同じ世界銀行に勤務され、

2014年にマウイ島に移ってからは、ロータリークラブ

活動を熱心に行っておられます。2017年から１年間

RC of Lahaina Sunsetの会長、2020年から現在まで2

年半にわたり、RI5000地区のガバナー補佐を務めて

おられます。土井会長から、Marikoさんに卓話をお願

いしたいとのリクエストがあり、お伝えしたところご快

諾いただきました。「ハワイのロータリークラブの活動

：マウイ島の例」というテーマで、スライドを使ってご紹

介いただけるとのことです。後ほど楽しい卓話をお聞

かせいただけると思いますので、皆さんご期待くださ

い。

・先週撮影した台北中央RCへ送るビデオレターをご覧
いただきます。

・9日（金）の例会は18時より忘年家族懇親会をグランド

ハイアット福岡3階グランドボール・ルームにて18時より

開催致 します。まだ出欠の返事のない方が多数ですので

至急事務局にお知らせ下さい。

同伴者の会費は案内では10,000円になっておりますが、

5,000円に変更しておりますので奮ってご参加ください。

「ハワイでのロータリークラブの活動：マウイ島の例」

ヒガシマリコ様
RI第5000地区ガバナー補佐
Lahaina Sunset RC

土井会長

遠路はるばるお越し頂き有難うございます。

お二人に是非記念の品を差し上げたいと思い、河内幹事が

博多織の扇子を選んでくれました。日本では「末広がり」と言

いまして、とても縁起が良い物です。博多織の由来や献上柄

と言われるデザインについて英語併記のリーフレットも添えて

おりますので、どうぞお納め下さい。荷物になりますが、当ク

ラブ50周年記念誌もお持ち帰りください。

＜例会運営委員会＞
【スマイル箱】 ありがとうございました。
＜例会運営委員会 / 坪内会員＞

土井通誉君 ・25日の高取焼窯元への職場訪問に多数
ご参加頂きありがとうございました。
・26日の「職業奉仕、CLP、RLI」のセミナー
にご参加の皆様、そして、同日ゴール
ボール決勝にご参加の皆様大変お疲れ
様でした。
・ガムランの演奏会、素晴らしかったです。
・Iテーブル会、楽しかったです。テーブル
マスターの中武さんお世話になりました。

http://fukuoka-serc.org/
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合 計 ３８，０００円

スマイル箱目標箱 １，３００，０００円

累 計 ４８５，０００円 ３７．３％

＜例会運営委員会＞
【スマイル箱】 ありがとうございました。
＜例会運営委員会 / 坪内会員＞

河内美香君 ・ラハイナサンセットクラブのマリコさん、
ブッガさん有難うございます。
福岡を楽しんで下さい。
・ Jテーブル会有難うございます。中武さ
ん有難うございます。
・本山さん、濱野さん、ビブリオキッズの活
動に感動しました。絵本の日は11月30日
です。

津上賢治君 ・ 11月28日のIテーブル会非常に楽しい会
でした。中武さんはじめ、Iテーブルの皆
様有難うございます。
・11月27日の「親子ライブラリー」10周年記
念式典・祝賀会が大盛会裡に執り行われ
たこと心よりお慶び申し上げます。
濱野さん、本山さん改めておめでとうござ
います。

松尾幸靜君 5回目のコロナワクチン接種完了、岡さん
先日は高取焼職場訪問お世話になりまし
た。

本山茂夫君 我々の医療法人が運営する「絵本と図鑑
の親子ライブラリー」10周年を多くの方に
お祝いして頂き、誠に有難うございました。
これからも頑張ります。

石川哲也君 濱野さん本山さん、先日は素晴らしい記
念パーティにお招き頂き誠に有難うござ
いました。

西 洋一君 Iテーブル会に土井会長はじめAテーブル
全員の出席有難うございました。
深く感謝申し上げます。

磯本昌章君 １１/２８ Iテーブル会では予約もせずに
勝手に乱入し飲み食いしてしまいました。
これもテーブル会が好き過ぎる為でお許
し下さい。次からもよろしくお願いします。

濱野良彦君 土井会長、河内幹事、そして松尾新吾会
員、津上賢治会員、私たちの「絵本の日」
のイベントでは、大変なご支援のお言葉
を頂き 有難うございました。
また多くのロータリーアンのご参加に感謝
致しております。

矢頭美世子君 ・頂いた、絵本はホスピタリーと宝箱の本
11月30日絵本の日に読みました。
感動と涙でいっぱいになりました。
濱野さんありがとう10周年おめでとうご
ざいます。
・先月、やずや社員達で12日、13日（土・
日）でチャリティバザーを照葉でしました。
2日間で46万以上集り、早速次の日
こども病院に寄付してきました。

中村勇治君 濱野さん、本山さんライブラリー10周年
おめでとうございます。
お世話になりました。

長野益徳君 11月28日、Iテーブル会楽しい会でした。
中武さんお世話になりました。

佐々木健一君 本山さん、濱野さん、ご苦労さまでした
親子ライブラリー10周年おめでとうござ
います。ご招待頂き、有難うございます。

中武 司君 先日は Iテーブル会にご参加頂き誠に
有難うございました。

長尾成美君 Iテーブル会楽しく過ごせました。
中武さんテーブルマスターご苦労様でし
た。
間伐作業のボランティア会社で参加した
ことを「週報」に掲載して頂きました。また
河内会員から「制服姿」が格好良いと
言って頂けました。有難うございます。

長谷川裕一君 高安優勝逃しましたがお陰様で田子の
浦部屋 千秋楽祝賀会大盛会裡でした。

大格 淳君 メークアップが続きました。
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令和４年１１月２５日例会終了後、福岡東南けやき衛星ロータリークラブの亀井久彰会員のご厚意で、
高取焼本家味楽窯を職場訪問しました。
普段は見学できない工房や、登窯（基礎は３００年前に作成されたそうです）、お茶室、展示室などを
見学し、亀井会員が実際に陶芸をするところも見せていただきました。
美しいお茶碗でお茶をご馳走になり、十五代亀井味楽氏から高取焼に関するお話を伺い、
充実した楽しい職場訪問でした。
ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。（岡）


